2021/2/2
名城大学、卒業生、教員、在学生など、本学関係者が紹介された新聞・テレビなどの媒体を紹介します。
※メディア名の前に「★」印があるものは、教職員および本学関係者の方からお寄せいただいた情報です。
本学に関する記事や話題がございましたら、ぜひ渉外部までお知らせください。

メディアで見る名城大学（2021年1月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者
卒業生：岩月進さん、黒野透さん、
一柳 鎨さん

1月1日 中日新聞

年頭挨拶

1月1日 中日新聞

中部のブランド牛 生産者物語

農学部：林利哉教授

日本酒ビジネスの変化と挑戦する”なごやサケ” 日本酒×名古屋

農学部：加藤雅士教授

1月3日 中日新聞

ゆけ！感染力抑制ロボ

天野浩特別栄誉教授

1月3日 日刊スポーツ（web）

理想の投手像はマー君／広島1位栗林インタビュー

卒業生：栗林良吏さん

1月4日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(258) グローバル社会を生きる・
上

池上彰教授

1月5日 日本経済新聞

【第4の革命 カーボンゼロ】 再生エネは「もうかる」事業

天野浩特別栄誉教授

1月5日 中部経済新聞

【中経論壇】ソフトバンクの日本一

卒業生、校友会会長：山田弥一さん

1月1日

1月6日

名古屋商工会議所
会報

スポーツニッポン
（web）

広島ドラ１・栗林 プロ元年に書初めで決意「しっかりと戦って、挑戦して
卒業生：栗林良吏さん
いきたい」

1月7日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】コロナ禍で変わる生活とまちの形

理工学部：鈴木温教授

1月7日 中日新聞

知事の一日

立花貞司理事長

1月7日 中日新聞

市長の一日

立花貞司理事長

1月7日 中日新聞

名古屋 新たな船出 拠点のオーシャンアリーナ撤退

1月7日 西日本新聞

部品メーカー、変革加速 「脱ガソリン車」のるかそるか

経済学部：田中武憲教授

1月8日 ★中日新聞

【知事 ぎふ2021】コロナ緊迫中 異例の戦い

都市情報学部：昇秀樹教授

1月8日 中日新聞（湖西）

湖西 事業代表者に聞く（4） スズキ湖西工場

卒業生：市野一夫さん

1月9日 中日スポーツ

栗林キリッ出世部屋 新人7人が入寮

卒業生：栗林良吏さん

飲酒運転根絶のため全集中!! 飲酒運転撲滅キャンペーン

ボランティア協議会

1月9日

タウンニュースてん
ぱく

1月10日 中京テレビ

【スポーツスタジアム★魂】女子大学駅伝 ”最強”名城大エース…絆で
女子駅伝部
つないだラストラン

1月10日 中日新聞（尾張）

参加できない先生 等身大パネルに 北名古屋で成人の集い

人間学部2年：清永有紗さん

1月10日 中日スポーツ

1位栗林 黒田魂継承

卒業生：栗林良吏さん

1月11日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(259) グローバル社会を生きる・
中

池上彰教授

1月11日 中日新聞（尾近知）

新成人 「密」避け門出祝う 入れ替え制や隣席空け 稲沢、あま

理工学部2年：後藤優磨さん

1月11日 中京テレビ

【世界まる見え！テレビ特捜部】感触をリアルに再現！ＶＲ餅つき

理工学研究科：高木周平さん

1月13日 建通新聞

名城大でＩＣＴ講座 中部i-Con研

1月15日 日刊建設工業新聞

業界の最新技術解説 中部i-Con研究会が名城大学生向けＩＣＴ講座

1月16日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】 名大ブランド「なごみ桜」

農学部：加藤雅士教授

1月17日 中日新聞

【家族のこと話そう】「俺の話」喜んだおやじ 劇作家 佃典彦さん

卒業生：佃典彦さん

1月18日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(260) グローバル社会を生きる・
下

池上彰教授

1月18日 中日新聞

sports愛知 ◇スキー ◇柔道

附属高校
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理工学部 社会基盤デザイン工学
科
理工学部 社会基盤デザイン工学
科

メディアで見る名城大学（2021年1月）
日付
1月18日

メディア
北海道新聞 電子版
（web）

見出し・番組名など

掲載者

＜みなぶん＞古関裕而作曲、幻の球団歌「東映フライヤーズの歌」の謎
外国語学部：鈴村裕輔准教授
（上）

1月19日 富士ニュース

炭火焼うな政 広告

女子駅伝部

1月19日 富士ニュース

吉野彰氏 記念講演延期 新型コロナ感染拡大で

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

大リーグ機構の共和党議員への「政治献金停止」は見せかけ 【メ
ジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月20日 中日新聞

愛知総合工科高専攻科 22年度に学科改編

愛知総合工科

1月20日 朝日新聞

【読者の教育ひろば】共通テスト 受験してみて

附属高校

1月20日 中部建通新聞

名城大でＩＣＴ講座

理工学部 社会基盤デザイン工学
科

1月19日

ニフティニュース
（web）

名城大女子駅伝部・米田監督 「やるならやる、と覚悟決めて」 三好高
女子駅伝部、米田勝朗監督
で講演
複数国籍容認、世界の76％ 移民や国際結婚増加で－日本はノーベル
1月22日 時事ドットコム（web）
法学部：近藤敦教授
受賞者も喪失
1月22日 中日新聞（豊田）

1月24日 中日新聞

【知る ｃｈｉｌｌ】教員 教科書を再発見

スポーツニッポン（広
栗林 リミッター解禁
島）
デイリースポーツ（広
1月24日
栗林初ブルペン
島）
1月24日

教職センター：竹内英人教授
卒業生：栗林良吏さん
卒業生：栗林良吏さん

1月25日 中日新聞

【高校総体】◇フィギュアスケート 全国高校選手権第3日・23日

附属高校

1月25日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(261） 共通テストの世界史

池上彰教授

1月25日 ★岐阜新聞

多選論争 不足 昇秀樹・名城大 都市情報学部教授

都市情報学部：昇秀樹教授

1月26日 中部経済新聞

名城大学との産学連携に関する意見交換会

経済学部：渋井康弘教授、田代樹
彦教授、勝浦正樹教授（キャリアセ
ンター長）

1月27日 中日新聞（西三河）
1月28日 中日新聞
1月30日 中日新聞

こどもの国 活性化アイデア 西尾 生物多様性保全の学生組織「ガイ
ア」
名駅西の応援団、寄り添う社会実現…街の改善策次々と 「ナゴヤをつ
なげる30人」会合
地元縁のノーベル賞 新たに２人の記念碑 栄・広小路通 大隅さん、
吉野さんたたえる

1月30日 中部経済新聞

ノーベル賞受賞者２人の手形記念碑

1月30日 中日新聞

県内の私立高4.4倍 21年度入試の志願状況
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農学部1年：松浦大起さん
学務センター：中村千尋さん
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授
附属高校

